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海外勤務者の規程（処遇タイプ）のバリエーション ：事例のご紹介 

2022 年 3 月 

はじめに 

日系企業が本格的に海外に赴任者を送るようになってから 4-50 年が経過しており、最近では海外赴任を取り巻く環境の変

化から、海外勤務者の層や、赴任の仕方にもバリエーションが出てきています。長期ではなくプロジェクトベースでの短期赴任

や、入社して間もない社員の赴任、また、コロナ禍や環境問題（二酸化炭素排出の削減）をきっかけとする「クロスボーダーバ

ーチャルアサインメント」という新しい発想も出てきています。また、日系企業でも現地転籍をさせるケースも増加しています。これ

まで個別対応でそのような赴任者を扱ってきた企業も実は多いですが、ここにきて、もっと多くの赴任者を送り出したいために目

的に応じた処遇を考えたい、個別対応の件数が増えてきたから一貫性のある規程を作りたい、海外人事のオペレーションが複

雑になってしまうためにしっかりとした規程を作りたい、というような企業が増えています。今回は、海外勤務者規程に関する、

現在の日系企業におけるトレンドを実例を交えてお話していきます。 

1. 日系企業の最近のトレンド 

10 年前に、日系企業に、海外勤務者の規程をいくつ持っているか？という質問を投げた場合、2 本というのが一般的な回答

であったと思われます。長期赴任者規程と出張規程です。ただ、この数年でこの 2 本の規程以外の規程を策定する動きが確

実に出てきています。残念ながらここでご紹介できる正確な統計はないですが、5 年前にデロイトが実施した Deloitte Global 
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Workforce Survey によると既に、短期赴任者規程を保有している企業が約 2 割、転籍者規程を保有している企業が約 1

割あり、その後も私たちのもとに多くの相談が寄せられ、実際に新たな規程策定のサポートをさせていただいた案件も多くありま

す。先ほどの質問の回答は、現段階の平均は、「3 本」に近い数字になるのではないかと思います。 

グローバル企業での規程数は、2017 年の調査では平均 4.5 本であったのが、2021 年の調査では平均 6.2 本1 となっており、

日系企業もこの流れに乗り出した、と言っても過言ではないと考えられます。また、規程のバリエーションを増やす前に、現在の

長期赴任者規程についても見直したい、という相談も多くなっています。最近のこのトレンドの背景に何があるのかを、紹介して

いきたいと思います。 

2. 海外勤務者の規程のバリエーション 

① クロスボーダーバーチャルアサインメント（Cross-border Virtual Assignment） 

コロナ禍で一躍脚光を浴びているのがバーチャルアサインメントです。まだ終息の目途のたたない「移動ができない」環境の中で、

新しいグローバルモビリティの考え方として、Cross-border Virtual Assignment を 1 つの選択肢として検討を始めている企業

が出てきています。背景にはもちろんコロナ禍で移動が難しいということもありますが、コロナをきっかけに、海外に実際に赴任し

なくてもリモートでできる業務が多いことが判明した、ということがあります。実際に、移動にコストと時間をかけずに海外のプロジ

ェクトに参加できることや、結果的に二酸化炭素排出の削減に寄与できること、さらには、家庭の事情で海外赴任に消極的

であった社員でも海外の業務ができるというダイバーシティの観点（女性活用等）からも、積極的に取り入れたいとする企業

も多く、まずは制度の検討に着手し、その後規程化したいという企業をサポートさせていただいています。 

日系企業では、まだ個別ケースの可否の検証が主流となっていますが、グローバル企業への調査 1 では、40%の企業が今後バ

ーチャルアサインメントの規程を作る予定であると回答しており、今後確実に増加することが予想されます。 

バーチャルアサインメントについては、その目的、対象業務、対象者、期間等を明確にしていく必要があります。処遇をどうする

のか、時差をどう乗り越えるのか、バーチャルにはそぐわない業務はあるのかを議論することが重要です。また、制度として運用し

ていくには、税務・法務・規制という観点からの検討が不可欠であるため、専門家を交えて制度化に向けて検討することをお

勧めします。バーチャルアサインメントは手軽に海外業務に着手できるという利点はありますが、本社に報告なしに各国で個別

に運用してしまうと、コンプライアンス面でリスクが出てくることも容易に想像できます。内部運営プロセスを明確化し、ガバナンス

を効かせることで安全な制度運営を目指すことができます。 

② 短期赴任規程（Short Term Assignment） 

ここ 10 年ぐらいの間に着実に増えてきているのが、短期赴任規程を作りたい（作った）という企業です。背景には、新規ビジ

ネスや新規顧客開拓等のビジネスニーズや、人材の交流・活性化という観点から長期赴任よりもスムーズに赴任させる仕組み

が欲しい、というタレント戦略等が挙げられます。ある企業からは、日本から海外への赴任の場合、受入先国側から、コストを

負担するからには赴任目的・赴任先への貢献度にあった赴任形態がよく、長期の必要がないものは短期赴任にしてほしいと

いう要望が増えている一方で、海外から日本への赴任の場合も日本の業務や知識習得のために多くの赴任者に来てほしい

ということから短期赴任で運用していきたい、との要望があり、グローバルで適用できる短期赴任規程策定の相談がありまし

た。 

なぜこの業務は短期でよいのか、という観点からその目的の明確化等を事前に検討しておくことが重要となります。また、短期

赴任は半年から 1 年未満と定義することが一般的ですが、この赴任形態では、赴任元と赴任先での二重課税が発生するケ

ースが多いことから、処遇のみならず、税務の取扱いの観点からも検討すべきことが多いといえます。 

③ 転籍規程（Permanent Transfer） 

一昔前までは、日系企業では、日本への帰任を前提としない「転籍」は受け入れられない、と考える企業が多かったといえま

す。帰任予定のない「転籍」は片道切符であり、また日本の社会保険も継続できなくなるため、「戻れない」という不安を抱え

たまま転籍をする社員などいない、と考えるのが一般的でした。最近ではその考え方が薄れ、転籍規程を策定する企業が少し

ずつ増えています。背景には、昔ほど日本にこだわらない人材が増加したこと、個人事由による働き方の選択肢を広げること、

長期赴任期間におけるパフォーマンスによって現地からのリクエストにより現地残留をするケースが出てきた、などが挙げられま

す。グローバル人材を多く採用している企業では海外志向の社員も多く、社員からのニーズも多いです。優秀な人材であれば、

別の会社に転職されるよりは、グループ内の企業に転籍してもらった方がよい、という考え方から、転籍規程策定のサポートを

依頼されたケースや、ビジネスニーズとして、それ相応の覚悟をもって現地ビジネスの拡大に貢献してほしいということでサポートし

たケースもあります。 

 

1 Mobility Outlook Survey 2021 - AIRINC | Workforce Globalization (air-inc.com) 

https://www.air-inc.com/mobility-outlook-survey-2021/
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転籍規程策定のチャレンジとしては、転籍可能な国の選定、転籍元と転籍先のグレードの紐づけ、転籍時のリロケーションサポ

ートや手当等の検討、税金の負担をどうするか、転籍元の社会保険の脱退に伴う損失をどこまで考慮するか、等が挙げられま

す。 

④ 日本以外からの海外勤務者規程（Global Mobility Policy） 

日系企業の特徴として、日本からの赴任者数が多いわりに、海外から日本への赴任者が少ない、ということがいえます。その

ため、これまでは海外から日本への赴任者は個別対応としている企業が多くありました。また、日本が絡まない第三国間の異

動に関しては、日本本社が関与していないことも多く、どのような処遇にしているのか不明、という企業も少なくありませんでし

た。ただ、最近ではケースが増えてきたため、個別対応ではオペレーションが回らないという背景から、日本以外からの赴任にも

対応できるグローバルモビリティポリシーを策定したい、という企業が増加しています。これらの企業は 2 つのタイプに分類でき、

１つは日本からの赴任者も含めてどこから赴任する場合にも使える規程を作りたいとする企業、もう１つは、日本からの赴任

者については、現行規程を使用し、日本以外からの赴任者を扱う規程を新たに作りたいとする企業です。理想形は前者です

が、実際には、後者のケースが多いのも事実です。ある企業は、現段階では日本からの赴任者は別扱いとするが、将来的には

統合することを見据えつつ、日本以外からの赴任者用のグローバル規程を作りたいということでサポートさせていただきました。そ

の企業は、ビジネスの観点から各国にいるグローバルタレントの活用を重視しているため、日本人以外においても、国際間異動

を活発化させる必要があることや、赴任者間の公平性の観点、またオペレーションの観点からより標準的なルールが欲しい、と

いう背景がありました。 

この規程については、実際にオペレーションを行うのが赴任元・赴任先それぞれの国であることから、オペレーションを想定したも

のである必要があります。理解しがたい、複雑なオペレーションが必要となる規程では、誰も対応できず、規程を作ったにも関わ

らず、使用されずお蔵入りになるケースもあります。また規程を策定して終わりではなく、オペレーション体制の構築や、各関係

者の役割の明確化、いつ、誰が、何をするかのマニュアル等の整備、ツールの統一なども併せて考えると有効です。 

3. 長期赴任者規程の改定 

新たな規程の策定ではないですが、既存の長期赴任規程の改定も併せてトレンドとなっている点も付け加えておきます。赴任

のバリエーションが増えたことで新たな規程の策定を検討する企業が多いことをこれまで記載してきました。ただ、やみくもに規程

を増やすのではなく、新たな規程策定に着手する前に、一度、今本当に必要な赴任は何なのかということを十分議論すること

をお勧めしています。なぜ赴任させるのか、誰を赴任させたいのかという観点から、日本のみならず、海外拠点の担当者も含

め、グローバルで何が求められているのかを議論する場を設けるとよいと思われます。我々がファシリテーターとして、議論の場に

参加させていただくことも多いですが、様々な意見が出てきます。そこから、企業に本当に必要な赴任は何なのか、その赴任に

対する処遇はどうあるべきなのかということも見えてくるため、その議論から、若手の赴任の活性化のために現行の赴任者規程

のライト版が必要になったケースや、短期赴任規程が必要になったケースも見てきました。また、そもそも既存の長期赴任規程

がその目的に沿ったものになっていないから、まずは現行規程の改定を、となるケースも多いです。 

それ以外の背景として、コロナ禍でさらに厳しくなっている税務調査も挙げられます。税務調査で較差補填について指摘され、

本社負担している人件費の損金算入が認められないというケースが増えています。なぜ本社負担しているのか、というところから

紐解いていくと、そもそも海外勤務者の人件費が高い、ということにたどり着きます。本当にそこまでのコストをかけるべきなの

か、時代にマッチした処遇なのか、という観点から、処遇を見直すと、本社負担はそこまでしなくてもよくなった、というケースをい

くつも見ています。 

処遇の中でも租税手当について、メスを入れる企業も出てきています。従来から日系企業ではネット保証が主流ですが、グロ

ーバル企業では Tax Equalization（TEQ）が主流です。日系企業でも海外からの赴任者の受入れが増えてくると、個人の

税負担に細かい指摘をする赴任者がでてきて TEQ を意識するケースがあります。赴任者間の公平性、コストの適正化、という

観点から、日系企業から Tax Equalization Policy の策定を依頼されるケースもかなり出てきていることも申し添えておきます。 

おわりに 

コロナ禍の影響もあり、働き方の多様性が注目されています。国内勤務者だけでなく、海外勤務者についても同様の流れがあ

るのもごく自然なことといえます。今後、優秀人材を獲得するためにも、また社内にいる優秀人材を有効に活用するためにも、

様々な働き方に対応していくことが求められていくと思われます。そのための受け皿としての様々な規程と規程をとりまくトレンド

を紹介してきました。 

最後に一つ、日系企業の皆様にご提案したいのは、様々なバリエーションに対応する規程を策定することは良いことですが、策

定することにとどまらず、規程策定の前後にも十分目を向けていただきたい、ということです。規程策定前には、なぜその規程が

必要なのかという目的を明確化すること、規程策定後には、どのようなオペレーションが必要なのかということです。規程は運用

におとして、初めて生きてくるものであるため、グローバルでのオペレーション体制の確立、いつ、どこにいる誰が、何をするのかが明

確になったプロセスマップやマニュアルの策定が必要になります。様々なタイプの海外赴任者を管理していくには、IT 基盤の強

化も視野に入れて検討を進めると盤石です。規程を増やすだけでなく、しっかりとした備えで対応いただきたいと願います。 
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コロナ禍で移動が少ないうちに、モビリティの多様化についてじっくりとご検討いただければ幸いです。 

 

 

 

※ご参考：過去に発行した関連記事  

COVID-19 の今 求められるグローバル人事のモビリティ戦略とその体制構築 

モビリティコストの妥当性を検証してみませんか？ 

 

※過去のニュースレター一覧はこちら 人事・組織 ニュースレター Initiative 

 国際人事税務関連記事はこちら グローバルモビリティニュースレター 

 

  

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-global-workforce-july2020.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-global-workforce-mar2020.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/ges-newsletter.html
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